
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 国内では新型コロナウィルス感染症での外出制限や県

をまたぐ移動等の制限も解除された。国外的にも、感染

が抑えられているベトナム・オーストラリア・ニュージ

ーランド等の国々との往来が条件付きで再開される。し

かし、世界的にはまだまだ広がっており、遠からず第 2

波感染がやってくるだろう。 

本格的な終息はやはりワクチンと治療薬の開発である。

日本もこの事に関する貢献をどの国にも先駆けてすべき

である。 

マイクロソフト創業者、ビル・ゲイツは「ワクチンな

しに日常は戻らない」と語り、7 種類のワクチンへ“異

例の投資”をしている。しかも、口先だけでない彼は、

自身で議長を務める「ビル＆メリンダゲイツ財団」で 20

年以上にわたり感染症対策に取り組んできている。その

目的は「検査の拡充」「接触者追跡」「治療薬の開発」だ

が、なかでも力を注いでいるのは「ワクチン開発」だ。 

ワクチンは開発しても実用化まで最低でも 12 ヶ月か

ら 18 カ月かかり、副作用や“ウィルスの変異”という

障害が予想され、簡単ではない。 

ゲイツ氏も開発の過程で数千億円が無駄になるとして

も、効果的なワクチンにより感染症が収束し経済活動が

戻るならその価値はあると考えている。 

日本では塩野義製薬が 2021 年秋にも新型コロナウィ

ルスのワクチンの市場投入を目指すと報道された(日本

経済新聞)。同社の企画は日本医療研究開発機構(AMED)

の公募に採択され約 13億円の助成を受ける。更に 25日、

製薬ベンチャー「アンジェス」が新型コロナウィルスワ

クチンの国内で初めて人に投与する治験を始めるとの発

表がなされた。マスクの無料配布に投じるよりは、ワク

チン開発の方が国民の強い支持を受けると考える。 
 

実習生入国 0人・配属 0人・帰国者 0人 
 ６月も、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、各国

の出入国規制で、新技能実習生の入国は 0 人でした。配

属された実習生及び帰国した実習生もありませんでした。 
 

 コロナ緊急 OTIT(機構)からのお知らせ 
 新型コロナウィルスの感染拡大によって実習実施者が

技能実習生を休業させるときや、解雇する場合、次の仕

事を探す場合に、実習生が利用できる制度があります。

技能実習生がこういった制度を確実に利用できるよう、

実習実施者が行う必要のある手続きについては実習実施

者に指導すると共に、実習生に対して、機構 HP に添付

してあるリーフレットを活用して案内をして下さい。 

 特に、雇用保険の給付（基本手当）については、「(1)

技能実習の途中で解雇等され、次の就労先を探す技能実

習生」のほか、「(2)技能実習終了後、帰国困難であるた

め就労先を探す技能実習生」（(1)、(2)のいずれも、在留

資格「技能実習」、「特定活動(就労不可)」及び「短期滞

在」(5 月 20 日までに「技能実習」からの在留資格変更

許可を受けた方に限る。) 方が対象）も対象となります

ので、技能実習を行っていた実習実施者及び実習生に対

しもれなく周知して下さい。 

〇技能実習生への母国語・案内リーフレット; 

https://www.otit.go.jp/g/3cfVsbvE2L50&i=ta4 
 

 SKYPEでベトナム人技能実習生選考 
 6 月 16 日午前㈱インテリアデコールの追加実習生 2

人の選考の為にホーチミン市と SKYPE でつなぎ 8 人

の候補者との面接を行いました。事前に送出し機関で

行った候補者の日本語の勉強姿勢や生活態度、それに

計算力テスト等の結果を基に両社の担当者が当組合職

員の立ち合いの中、約 1 時間半かけて選考しました。 
 

実習生も特別定額給付金の確実な需給を！ 
 今般、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」に

より、令和 2 年 4 月 27 日に住民基本台帳に登録され

ている者(技能実習生も含めて)に対し、1 人当り 10 万

円を給付する特別定額給付金が支給されることになっ

ております。 

 つきまして OTIT よりの依頼もあり、下記の点にご

留意の上、実習生が確実に給付金を受給できるよう、

監理団体と協力しながら、必要な支援等を行ってくだ

さい。 

①実習生への給付金についての周知と確認 

 実習実施者(受入企業)は実習生(申請者)自らが居住

する市区町村に申請する必要があること、申請期限(申

請受付開始から 3 ヶ月以内)があること、申請に関する

事項について、実習生に周知・確認してください。＊

多言語化された給付金リーフレット(OTIT の HP に掲

載)。 

②申請手続きの確認 

 (1) 実習実施者は実習生の申請書が市区町村から届

いたか確認をし、届いていない場合は市区町村へ問い

合わせるなど支援をしてください。 

 (2) 実習実施者は申請から受給までの一連の流れの

説明・記入方法・確認書類の準備などについて、必要

ならば市区町村に確認をしながら支援をしてください。 

 (3)給付金の振込先口座は、必ず実習生名義とし、実

習生本人が直接給付金を受け取れるように支援・確認

をお願いします。実習生が振込口座を持っていない場

合は市区町村の窓口での給付も可能なので、市区町村

に問合せ支援してあげてください。 

 (4)「自分だけ振り込まれない」などの相談が実習生

からあった場合、市区町村へ問い合わせるなどの支援

をしてください。 

 以上、問題や不明な点があれば、遠慮なく当組合事

務所や OTIT 等にご連絡ください。 
 
  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今後の技能実習生採用面接予定 
○令和 2 年 9 月、漁業実習生(2021 年 4 月入国予定)採用

面接協力の為、インドネシアで又はネット面接予定 

＊今後の採用旅行は新型コロナウィルス感染症の状況次

第で再開を決めます。ネット面接を含めて新規実習生の

採用を希望する企業は事務局にご連絡ください。 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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コロナの影響：送出国と日本との往来状況 
JITCO 富山駐在新制度情報等を参照して 

1 入国制限緩和、第 1 弾はベトナム相互入国で調整； 

外国人の入国制限措置について、政府は、ベトナムと

の間でビジネス関係者らに限り、PCR 検査の実施などを

条件に、相互の入国を認める方向で最終的な調整に入り

ました。ベトナム人の母国への帰国に関しては、ベトナ

ム政府が困窮した海外ベトナム人のためにチャーター機

を用意し帰国させていますが、人数が限られているため

に条件を厳しくしています。 

新型コロナウィルスの水際対策として、日本では外国

人の入国を制限していますが、政府は、感染状況などを

考慮して、タイ・ベトナム・オーストラリア・ニュージ

ーランドの 4 か国と緩和に向けた協議を行っています。 

これまでの協議で、制限緩和の第 1 弾として、感染状

況が落ち着いていて経済界からの要望も強いベトナムと、

ビジネス関係者や技能実習生らに限り、相互に入国を認

める方向で最終的な調整に入りました。 

2 双方からの入国制限だけでなく、ミャンマー政府の手

続きも停止状態；ミャンマー政府、労働・入国管理・人

口省からの通知により、3 月 18 日から一時的に送出しの

為の推薦状等の手続きを停止しています。日本側措置と

しても 6 月末まで、査証制限措置（既発給の査証の効力

停止・査証免除措置停止等）や検疫強化措置（健康状態

の確認が求められ 14 日間待機）があります。7 月に入っ

ても未だ先が見通せない状況です。 

3 中国・インドネシア・カンボジア；3 ヵ国とも自国民

の帰国に関しては寛容な措置であるが、一部では航空券

の値段が高騰している。日本への入国規制は 7 月に入っ

ても未だ先が見通せない状況です。 

＊コロナの感染状況； 

国名：       コロナ感染状況： 

ベトナ

ム 

＜感染者数＞2 月中-10 名、3月中-196 名、4 月

中-58 名、5 月中-58 名、5 月末累計 328 名（致

死率 0％） 

・4 月中旬から国内感染症ゼロとなり、4 月 23

日から緩和措置 

・外国人入国禁止措置は引続き実施 

中国 ＜感染者数＞1 月中-11,791 名、2 月中-68,033

名、3 月中-1,730 名、4 月中-1,320 名、5 月中-127

名、5 月末累計 83,001 名（致死率 6％） 

・現在は地区に応じた感染防止策を実施。また

アプリにて入手した個人情報を政府に集中して

各人の感染リスクを「健康 ID」として表示し、

その分類に応じた移動制限を実施している 

・未だ原則外国人の入国を禁止しているが、経

済社会活動は再開してきており街中に人が戻り

つつある 

インド

ネシア 

＜感染者数＞2 月中-0 名、3月中-1,677 名、4

月中-8,874 名、5 月中-15,022 名、5 月末累計

26,473 名（致死率 6％） 

・ジャカルタ首都特別州の大規模社会制限措置

は 4 月 10 日から 6月 4 日まで実施。学校等の教

育、職場での就労(インフラ除く)、宗教施設で

の活動、公共の場所での活動等は禁止 

・経済緩和の動きが出ているが、断食明け休暇

で人の動きがあり、それによる感染拡大状況を

踏まえて 6 月下旬に今後の緩和を再検討する見

通し 

ミャン

マー 

＜感染者数＞2 月中-0 名、3月中-15 名、4 月中

-136 名、5 月中-73 名、5 月末累計 224 名（致死

率 3％） 

・各種入国制限処置は 6 月 15日まで継続 

・ヤンゴン管区内の夜間外出禁止令及び一部で

自宅待機措置発出中 

カンボ

ジア 

＜感染者数＞2 月中-0 名、3 月中-108 名、4 月中

-13 名、5 月中-3 名、5 月末累計 125 名（致死率

0％） 

・3 月から全学校の閉校、大人数の宗教的集まり

の禁止、美術館、映画館、バー等の営業停止 

・縫製業等及び観光業の休業者に対し、政府が

手当支給(最大 40USD/月 
 

＠インドネシア人漁業実習協力事業関連情報＠ 

小木の沖合いか釣り漁船が出港 
 全国有数のイカの水揚げ量を誇る能登町小木港で、6 月 8

日(大安吉日)から、中型いか釣り漁船の出漁が始まった。8

日には県漁協小木支所所属の漁船が出港した。これまで船

体整備や漁具の準備をして備えていたインドネシア人実習

生も元気に出港し、スルメイカを追って、山陰沖から北海

道沖まで北上する。 

 今年は 5 月中旬に 4 隻が北太平洋での赤イカ漁に出港し

ている。 

 昨年は極端な不漁であったが、今年は豊漁を期待したい。 

 
地元の小学生や家族に送られて出港する中型イカ釣り漁船 

 

漁船漁業技能評価上級試験 
６月 16 日（火）JF いしかわ・すず支所に於いて、定

置網漁業（上級）、底曳網（専門級）及びかご漁業（専門

級及び上級）の試験が行われた。新型コロナウィルス感

染症の影響で試験が延びていた富山県魚津市の実習生 5

名も受験した。 

今回、定置網漁業で技能実習 3 号ロの 2 年目に入った

実習生が初めて上級実技試験に臨んだ。最初は少々戸惑

った様子だったが、試験官の説明を理解してそつなくこ

なすことができた。専門級、上級の試験となると彼らの

動作は手馴れたもので、実習の成果を見るようで頼もし

く感じる。 

 
漁業検定実技の受験風景 


